
公園来園者への携帯電話(スマホ、ガラ携、タブレットPC)を

活用したエコポイントシステム
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自己紹介

古川 知之

技術屋

マーケティング屋

情報システム部

インターネット

ネットワーク

エンジニア

インターネット

法人向け

サービス企画

マーケティング

リサーチ

現 在

1971年 京都府生まれ

1993年 立命館大学/理工学部/情報工学科卒業 情報理工学部

1995年 立命館大学大学院/理工学研究科修了 （工学修士）

国際デジタル通信 （IDC・0061） ソフトバンク

大阪メディアポート （OMP） ケイ・オプティコム

パワードコム

（東電系TTNet、中電系CTC、関電系OMP の分割合併）

KDDI

KDDI

2008年 早稲田大学商学研究科修了 （経営管理修士）

かんでんCSフォーラム



株式会社かんでんＣＳフォーラム
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CCCCustomer SSSSatisfaction

CCCCreative SSSService

CCCChallenging SSSSpirit

取締役社長 野地小百合

所 在 地 大阪市中央区南船場3丁目2番4号

設 立 2003年5月14日

資 本 金 等 6,050万円

事 業 内 容

■電話代理応答業務およびこれに関するコンサルティング業務

■市場調査業務

■労働者派遣事業法に基づく労働者派遣業務

■情報処理サービス業務

■販売促進、新商品開発に関するコンサルティング業務

■広告業務・広告代理店業務

■上記に付帯関連する一切の業務

従 業 員 数 1,882名（2015年3月末現在）

株 主 関西電力株式会社（100％）

売 上 高 73億9,600万円（2014年度実績）

加 入 団 体

公益社団法人日本マーケティング協会

一般社団法人日本コールセンター協会



エコ・アクション・ポイントとは

エコ・アクションエコ・アクションエコ・アクションエコ・アクション

・ポイント・ポイント・ポイント・ポイント

エコアクションエコアクションエコアクションエコアクション

環境配慮製品・サービスの選択等、消費者や利用者等が行う環境配慮型の行動環境配慮型の行動環境配慮型の行動環境配慮型の行動。

一定の基準や条件を満たせば、エコ・アクション・ポイントの発行対象となる。

『 エコ・アクション・ポイントに関するガイドライン環境省 』

詳細は、http://www.env.go.jp/policy/eco-point/top.html

環境省が推進する、消費者等の環境配慮行動（エコアクション）環境配慮行動（エコアクション）環境配慮行動（エコアクション）環境配慮行動（エコアクション） に特化してに特化してに特化してに特化して

使用するポイント使用するポイント使用するポイント使用するポイントの名称。

消費者等がポイント発行対象として登録されたエコアクションを行うと、

ポイントが発行され、当該ポイントは様々な商品等と交換できる。

環境省が、日本の課題である家庭／オフィス部門の温室効果ガス削減のために始めた、

環境に役立つ省エネ行動に経済的インセンティブを与えるためのポイント制度。

（ 家電エコポイント、住宅エコポイントの参考にされた環境省ポイント制度の元祖環境省ポイント制度の元祖環境省ポイント制度の元祖環境省ポイント制度の元祖 ）
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モデル事業モデル事業モデル事業モデル事業

（国の予算）（国の予算）（国の予算）（国の予算）

2008年 7月

エコポイント等CO2削減のための環境行動促進モデル事業スタート

＊採択・実施事業 ［ 全国型3事業（JCB、Tカード、電通）、地方型9事業 ］

2011年 3月 メインプラットフォーム事業者をJCB1社に集約、モデル事業終了

民間事業者民間事業者民間事業者民間事業者

による運営による運営による運営による運営

2011年 4月 JCBが民間事業者として運営開始

2015年 3月

JCBが運営事業者から撤退

＊原資提供事業者約60団体 ／ エコ・アクション・ポイント会員約30万人

2015年 4月 4月から、かんでんＣＳフォーラムが運営開始

エコ・アクション・ポイントの経緯
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【参考】 2009年 家電エコポイント、 2011年 住宅エコポイント



会会会会 員員員員 （（（（ 消消消消 費費費費 者者者者 ））））

原資提供事業者原資提供事業者原資提供事業者原資提供事業者

交換商品等

提供事業者

環環環環 境境境境 省省省省

ププププ ララララ ッッッッ トトトト フフフフ ォォォォ ーーーー ムムムム （（（（ かかかか んんんん でででで んんんん ＣＣＣＣ ＳＳＳＳ フフフフ ォォォォ ーーーー ララララ ムムムム ））））

会
員
登
録

エコアクション

の実施

（商品購入）

（サービス利用）

（その他行動）

ポイントの発行

（ポイントシート

配布等）

ポイント

登録

交換商品選択

（ポイント

交換申請）

交換商品

の提供

ポイント

交換商品

の登録

原資還元

ポイント

残高

管理

プログラム全体のチェック

名称及び関連ロゴ

の使用承認

ポイント原資

の提供

名称及び関連ロゴ

の使用承認

エコ・アクション・ポイントの基本スキーム
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ロ ゴ マ ー ク キ ャラクター （ Ｂ Ｅ Ａ Ｐ ）

―   そ の 他 の 環 境 系 ロ ゴ マ ー ク ／ 環 境 ラ ベ ル ―

「環境省」 の文字が

記載されています

・初代、ロゴマーク

・現在は、キャラクター

・エコ・アクション・ポイント

の略称 （ＥＡＰ） が顔

マークの意味を説明

できる人は少ない・・・

「ロゴマーク」 と 「キャラクター」
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①①①① 信信信信 用用用用 力力力力 ・・・・ ブブブブ ララララ ンンンン ドドドド 力力力力 のののの 向向向向 上上上上

②②②② ココココ スススス トトトト カカカカ ッッッッ トトトト （（（（ 無無無無 駄駄駄駄 のののの 排排排排 除除除除 ））））

参加事業者の

商品・サービス

環境省のロゴにより、参加事業者の商品・サービスに対する消費者のイメージを、効率的にアップできる

エコアクションポイントによる「環境活動」への共感と、「オマケ」の喜びにより、イメージを損なうことなく、

コスト削減が可能

参加事業者の

商品・サービス

商品・サービス

の無駄

（過剰部分）

参加事業者さまのベネフィット
7



「タオル・浴衣の交換」と

「ゴミ箱・灰皿の清掃」のみ

【 ホテル連泊時 】

200200200200

ポイントポイントポイントポイント

参加事業者の事例 【ＢｔｏＣ編】 ①
8

部屋のドアに貼られているマグネット部屋のドアに貼られているマグネット部屋のドアに貼られているマグネット部屋のドアに貼られているマグネット

部屋の机に設置されているパンフレット部屋の机に設置されているパンフレット部屋の机に設置されているパンフレット部屋の机に設置されているパンフレット

ベッドの上に置かれているご案内ベッドの上に置かれているご案内ベッドの上に置かれているご案内ベッドの上に置かれているご案内

フロント横に設置されているパンフレットフロント横に設置されているパンフレットフロント横に設置されているパンフレットフロント横に設置されているパンフレット



不要なワイシャツ

またはスラックスの下取り

下取り割引に追加して

【 北海道 ・ 関東 ・ 福岡市 】

びっくりドンキー実施店舗

への廃食用油の持ち込み

200200200200

ポイントポイントポイントポイント

50505050

ポイントポイントポイントポイント

100100100100

ポイントポイントポイントポイント

参加事業者の事例 【ＢｔｏＣ編】 ②
9

屋根／外壁用

1缶(12kg)の購入

窓用

1缶(1kg)の購入

遮熱塗料チルコート

400400400400

ポイントポイントポイントポイント

チルコートチルコートチルコートチルコート



100100100100

ポイントポイントポイントポイント

10101010

ポイントポイントポイントポイント

参加事業者の事例 【ＢｔｏＣ編】 ③
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外窓の

交換

エコ内窓

の設置

【 関西のみ 】

1,0001,0001,0001,000

ポイントポイントポイントポイント

500500500500

ポイント～ポイント～ポイント～ポイント～

サーマ・エンジニアリングサーマ・エンジニアリングサーマ・エンジニアリングサーマ・エンジニアリング

１平米

あたり

東京ケータリング東京ケータリング東京ケータリング東京ケータリング

マイカップによる

ドリンク購入



10101010

ポイントポイントポイントポイント

500500500500

ポイントポイントポイントポイント

参加事業者の事例 【ＢｔｏＢ編】
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～30km

【 関西のみ 】

500500500500

ポイントポイントポイントポイント

日の丸リムジン日の丸リムジン日の丸リムジン日の丸リムジン

１本

あたり

100100100100

ポイントポイントポイントポイント

300300300300

ポイントポイントポイントポイント

～90km ～150km

電気自動車によるハイヤー

事業所によるＬＥＤ照明の導入 事業所による高効率エアコンの導入

１台

あたり



興味はあるんだけれど・・・

商品の一部商品の一部商品の一部商品の一部 （容器など）（容器など）（容器など）（容器など） を排出権取引により、カーボンオフセットすることで、を排出権取引により、カーボンオフセットすることで、を排出権取引により、カーボンオフセットすることで、を排出権取引により、カーボンオフセットすることで、

どんな商品でも、エコ・アクション・ポイントの対象商品にすることができます。どんな商品でも、エコ・アクション・ポイントの対象商品にすることができます。どんな商品でも、エコ・アクション・ポイントの対象商品にすることができます。どんな商品でも、エコ・アクション・ポイントの対象商品にすることができます。

※ カーボンオフセット・プロバイダー（排出権取引のプロ）がお手伝いします。

自社商品ではエコアクションに該当しない場合

0.5kgのガラスビン１本で、2円未満の費用です。
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参加事業者の事例 【カーボンオフセット】
13

協同組合協同組合協同組合協同組合 プリントプリントプリントプリントぷらすぷらすぷらすぷらす大阪大阪大阪大阪

カーボンオフセット付き・印刷物カーボンオフセット付き・印刷物カーボンオフセット付き・印刷物カーボンオフセット付き・印刷物

カーボンオフセット

補助金

５０万円／件

オフセットプロバイダー

の支援

顧顧顧顧 客客客客



参加自治体のエコアクション

（ポイント付与対象）とポイント数
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エコアクション

ポイント

数

BDFの購入

500円分 10P

リサイクル粉

石けんの

購入

ペレットの

購入

地産地消

商品の購入

バス回数券

の購入

1,000円

分

100P

廃食用油

の回収

1リットル

以上1回

当たり

10P

環境イベント

への参加

非公開

【 秋田県大館市 】 【 東京都千代田区 】 【 福岡県福岡市 】

エコアクション

ポイント

数

電気使用量

の削減

CO2排出量

（前年比）

1kgの削減

量に対して

20P

ガス使用量

の削減

水道使用量

の削減

家庭用LED

照明の購入

5,000円～

9,999円

1,000P

10,000円～

19,999円

2,000P

20,000円

以上

3,000P

エコ活動

実践団体等

への支援

50名以下 3,000P

51～100名 6,000P

101名以上 10,000P

エコアクション

ポイント

数

会員登録 400P

電気使用量の削減

上限

2,000P

ガス使用量の削減

家庭用LED照明の購入

緑のカーテンコンテスト

への応募

500P

コミュニティサイクルの利用 200P

使用済小型電子機器回収 100P

出前講座「おうちで省エネで

きるモン」の受講

100P

マイバックの持参 5P

環境イベントへの参加 100P

省エネ家電の購入 3,000P

家庭用燃料電池の購入 3,000P

うちエコ診断の受診 100P

エコドライブ講習会の受講 200P

住宅省エネ改修 3,000P



ベーシックインフォメーベーシックインフォメーベーシックインフォメーベーシックインフォメー

ションセンターションセンターションセンターションセンター

和歌山環境エコアクション和歌山環境エコアクション和歌山環境エコアクション和歌山環境エコアクション

ポイント協会ポイント協会ポイント協会ポイント協会

ニチハ

ＹＫＫＡＰ

セイコーハウジング

島津組

提
日本エコアクション協会日本エコアクション協会日本エコアクション協会日本エコアクション協会

高橋

ムアン

・・・・

秋田県大館市

東京都千代田区

福岡市

北海道下川町

アレフ （びっくりドンキー）

アパホテル

サーマエンジニアリング

はるやま商事

東京ケータリング

日の丸リムジン

長谷川興産（靴専科）

新

千葉県自動車車体

整備協同組合

サブプラットフォーム傘下の加入 直接加入

エコ・アクション・ポイントの組織イメージ
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提

提

提

【関西エリアの企業】

アイ・イーグループ
新

【中部エリアの企業】

【東京・大阪の建材メーカーなど】

【ナノ発電所ネットワーク】

提

協同組合協同組合協同組合協同組合 プリントプリントプリントプリントぷらすぷらすぷらすぷらす大阪大阪大阪大阪
新

山﨑製本紙工

イー・ファクトリー

・・・・

・・・・

【大阪の印刷・製本会社など】

提 提案中
新 2015年4月以降の参加

メインプラットフォーム

サブプラットフォーム

サブプラットフォーム

サブプラットフォーム

サブプラットフォーム

サブプラットフォーム

サブプラットフォーム

【自治体】

【企業・財団】

里山エネルギー株式会社里山エネルギー株式会社里山エネルギー株式会社里山エネルギー株式会社 チルコート 新

FUJISAN 地球フェスタ

“WA”2015 実行委員会

新
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ご利用料金

項項項項 目目目目 料料料料 金金金金

初期費用 なし

基本料金 月額 ５万円

ポイント原資 １ポイント＝１円

ポイントシート

作成費

１枚＝１０円

最低利用期間は、１年間となります。

付与ポイント数

は自由に設定

できます

自社でご用意

される場合は

不要です

通常料金通常料金通常料金通常料金

料料料料 金金金金

１年目 ２年目以降

なし なし

ポイント発行の見通しなどをヒアリングさせてポイント発行の見通しなどをヒアリングさせてポイント発行の見通しなどをヒアリングさせてポイント発行の見通しなどをヒアリングさせて

いただき、協議の上、決定しますいただき、協議の上、決定しますいただき、協議の上、決定しますいただき、協議の上、決定します

１ポイント＝１円 １ポイント＝１円

１枚＝１０円 １枚＝１０円

特別料金特別料金特別料金特別料金



7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月

2014年 2015年

新ガイドライン

の検討

関電Ｇ

承認

環境省

承認

システム開発など

事業開始の準備

テスト

開始

ＪＣＢからの

顧客移行

サービス終了に

向けた顧客訪問

終了

アナウンス

サービスサービスサービスサービス

終了終了終了終了

サービス

開始

商品交換は

約2年間継続

新ガイドライン

のアナウンス

サービス開始までのスケジュール
17



182015年3月24日（火） 日経産業新聞 １面
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FUJISAN 地球フェスタ WA 2015

2015201520152015年年年年10101010月月月月17171717・・・・18181818日開催の日開催の日開催の日開催の

FUJISAN FUJISAN FUJISAN FUJISAN 地球フェスタ地球フェスタ地球フェスタ地球フェスタ WA 2015WA 2015WA 2015WA 2015

（山梨県・山中湖）（山梨県・山中湖）（山梨県・山中湖）（山梨県・山中湖）

スタンプラリーでスタンプラリーでスタンプラリーでスタンプラリーで

エコ・アクション・ポイントエコ・アクション・ポイントエコ・アクション・ポイントエコ・アクション・ポイント

をプレゼントをプレゼントをプレゼントをプレゼント

【後援団体】

内閣府｜文部科学省｜環境省｜経済産業省｜農林水産省｜厚生労働省｜防衛省｜外務省｜総務省｜山梨県｜山梨県教育委員会｜甲府市｜甲斐市｜南アルプス市｜韮崎市｜市

川三郷町｜鳴沢村｜御殿場市 | 富士宮市｜裾野市｜沼津市｜三島市｜長泉町｜小山町｜厚木市｜小田原市｜秦野市｜平塚市｜道志村｜甲斐市教育委員会｜南アルプス市教育

委員会｜小田原市教育委員会｜秦野市教育委員会｜市川三郷町教育委員会｜三島市教育委員会｜韮崎市教育委員会｜日本赤十字社山梨県支部｜JICA-独立行政法人 国際協

力機構｜独立行政法人国際交流基金｜(一財)自治体国際化協会｜(特活)山梨県ボランティア協会｜ライオンズクラブ国際協会３３０－B地区｜富士五湖観光連盟｜日本協会｜(特活)

サイド・バイ・サイド・インターナショナル｜（一財）アマミ舞協会｜(特活) 地球と共に生きる会｜みんなの富士山学会｜広域中央線沿線楽会｜(特活) 日本伝統文化協会｜(一財)地球環

境振興財団｜(一財)日本認知症総合対策推進機構｜学校法人富士修紅学院 健康科学大学｜（公財）日本ナショナル・トラスト協会｜(特活)頭脳スポーツ財団｜(一社)天笑桜の会｜(

一財)聖泉文化振興財団｜テレビ山梨｜静岡新聞社・静岡放送｜山梨日日新聞社｜エフエム富士｜毎日新聞社｜日本教育新聞社｜K-mix｜
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びわ湖 環境ビジネスメッセ 2015

2015201520152015年年年年10101010月月月月21212121～～～～23232323日開催のイベント日開催のイベント日開催のイベント日開催のイベント

関西広域連合ブースにて、エコ・アクション・ポイントのＰＲ関西広域連合ブースにて、エコ・アクション・ポイントのＰＲ関西広域連合ブースにて、エコ・アクション・ポイントのＰＲ関西広域連合ブースにて、エコ・アクション・ポイントのＰＲ

（滋賀県長浜市・長浜ドーム）（滋賀県長浜市・長浜ドーム）（滋賀県長浜市・長浜ドーム）（滋賀県長浜市・長浜ドーム）



21IN 大阪マラソン2015

2015201520152015年年年年6666月月月月14141414日開催の日開催の日開催の日開催の

大阪マラソン事前イベント大阪マラソン事前イベント大阪マラソン事前イベント大阪マラソン事前イベント

（ヤンマースタジアム／大阪・長居）（ヤンマースタジアム／大阪・長居）（ヤンマースタジアム／大阪・長居）（ヤンマースタジアム／大阪・長居）

10101010月月月月23232323・・・・24242424日開催の日開催の日開催の日開催の

大阪マラソン大阪マラソン大阪マラソン大阪マラソンEXPOEXPOEXPOEXPO

（インテックス大阪）（インテックス大阪）（インテックス大阪）（インテックス大阪）

←←←←

←← ←←
ノベルティノベルティノベルティノベルティ

（アームリフレクター）（アームリフレクター）（アームリフレクター）（アームリフレクター）

10101010月月月月25252525日日日日

大阪マラソン大阪マラソン大阪マラソン大阪マラソン2015201520152015

スタート地点付近スタート地点付近スタート地点付近スタート地点付近

（大阪城公園）（大阪城公園）（大阪城公園）（大阪城公園）

に設置したに設置したに設置したに設置した

ウェア回収ウェア回収ウェア回収ウェア回収BOXBOXBOXBOX

→→→→

→→→→回収品回収品回収品回収品
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エコ・アクション・ポイント説明会

エコ・アクション・ポイントの認知度向上のため、エコ・アクション・ポイントの認知度向上のため、エコ・アクション・ポイントの認知度向上のため、エコ・アクション・ポイントの認知度向上のため、

イベントへの参加やセミナーの開催を積極的に実施しています！イベントへの参加やセミナーの開催を積極的に実施しています！イベントへの参加やセミナーの開催を積極的に実施しています！イベントへの参加やセミナーの開催を積極的に実施しています！

兵庫県主催の兵庫県主催の兵庫県主催の兵庫県主催のH27H27H27H27省エネセミナー省エネセミナー省エネセミナー省エネセミナー

9999月月月月1111日日日日 姫路、姫路、姫路、姫路、9999月月月月4444日日日日 尼崎、尼崎、尼崎、尼崎、9999月月月月10101010日日日日 神戸神戸神戸神戸 合計で合計で合計で合計で 約約約約300300300300名の参加名の参加名の参加名の参加

自治体向け説明会自治体向け説明会自治体向け説明会自治体向け説明会

10101010月月月月8888日日日日 東京・田町東京・田町東京・田町東京・田町 建築会館にて開催建築会館にて開催建築会館にて開催建築会館にて開催

関東の関東の関東の関東の9999自治体が参加自治体が参加自治体が参加自治体が参加

【【【【今後の予定今後の予定今後の予定今後の予定】】】】

・・・・11111111月月月月 5555日日日日 大阪南港・大阪南港・大阪南港・大阪南港・ATCATCATCATCグリーンエコプラザにて、企業向け説明会グリーンエコプラザにて、企業向け説明会グリーンエコプラザにて、企業向け説明会グリーンエコプラザにて、企業向け説明会

・・・・11111111月月月月12121212日日日日 大阪心斎橋にて、自治体向け説明会大阪心斎橋にて、自治体向け説明会大阪心斎橋にて、自治体向け説明会大阪心斎橋にて、自治体向け説明会

←←←←

←←←←



232015年3月24日（火） 日経産業新聞 ９面
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アクションナンバー方式

原資提供事業者さま

エコ・アクション・ポイント事務局

① エコアクションの申請

・ＣＯ２削減量

・ポイント数

② エコアクションの登録

・ＣＯ２削減量

・ポイント数

③ アクションナンバー（１６桁）の発行

このアクションナンバーに、

ＣＯ２削減量、ポイント数、事業者名

が紐づいています。

④ ポイントシートのお渡し

各ポイントシートに、

ユニークな（重複のない）

アクションナンバーが

記載されています

⑤ ポイントシート

の配布

会員の方

⑥ アクション

ナンバー

の登録
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企業向け

2016年度以降

エントリーモデル

大規模ソリューション

ＥＡＰＥＡＰＥＡＰＥＡＰ

既存メニュー既存メニュー既存メニュー既存メニュー

カード方式

スマホ方式スマホ方式スマホ方式スマホ方式

環境イベント

１０万円パック

事務業務

の代行

自治体

向け

サブプラットフォーム

によるサービス提供

エコ・アクション・ポイントの今後の予定

2015年度末

独自システム

の構築
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スマホ de エコ・アクション・ポイント（仮称）

一般消費者一般消費者一般消費者一般消費者 （（（（ ＥＡＰ会員ＥＡＰ会員ＥＡＰ会員ＥＡＰ会員 ））））
店舗店舗店舗店舗 （（（（ 原資提供事業者原資提供事業者原資提供事業者原資提供事業者 ））））

スマホスマホスマホスマホ タブレットタブレットタブレットタブレット

従来のアクションナンバーによる仕組みとは異なる

リアルタイムな ポイント付与／利用システム

只今、システムの仕様を検討中ですので、只今、システムの仕様を検討中ですので、只今、システムの仕様を検討中ですので、只今、システムの仕様を検討中ですので、

みなさまのご要望をみなさまのご要望をみなさまのご要望をみなさまのご要望を 盛り込むことが可能です！盛り込むことが可能です！盛り込むことが可能です！盛り込むことが可能です！
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エコ・アクション・ポイントのポジショニング

汎用性汎用性汎用性汎用性

地域地域地域地域

全国全国全国全国

特殊性特殊性特殊性特殊性

（メッセージ性）（メッセージ性）（メッセージ性）（メッセージ性）

商店街ポイント

イベント等で認知度を向上させたり、

スマホ対応するのは、

ニッチとして生き残るため。



28エコアクションの登録基準 （環境省のガイドライン）

温暖化対策 廃棄物対策・３R 生物多様性・自然保護（試行） 公害・科学物質対策（試行）

①共通 ②飲食 ③居住 ④被服 ⑤交通･交通･通信 ⑥教育 ⑦教養 ･娯楽 ⑧資産運用資産運用 ⑨その他

商
品
購
入

ｴｺ住宅の購入

温室効果ｶﾞｽ削減に資する住宅･庭園設備の購入

間伐材を主原材料とした建築材料の購入

森林認証木材を主原材料とした建築物等の購入

国産材を主原材料とした建築物等の購入

太陽光発電ｼｽﾃﾑの購入

太陽熱利用ｼｽﾃﾑの購入

小型風力ｼｽﾃﾑの購入

地中熱利用ｼｽﾃﾑの導入

ｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝ･ｼｽﾃﾑの購入

高効率給湯器の購入

雨水利用ｼｽﾃﾑの購入

省ｴﾈ家電の購入

電球型蛍光ﾗﾝﾌﾟあるいはLEDﾗﾝﾌﾟの購入

ｿｰﾗｰ電池式の時計や電子機器

ｴｺﾏｰｸ認定家具の購入

間伐材を主原料とした家具 の購入

森林認証木材を主原料とした家具の購入

国産材 (又は地場産材 )を主原材料とした家具の購入

非化石原料ﾌﾟﾗｽﾁｯｸを用いた家具の購入

ｴｺﾏｰｸ認定日用品の購入

ｴｺﾏｰｸ認定まほうびんの購入

ｴｺﾏｰｸ認定節水型機器類の購入

非化石原料ﾌﾟﾗｽﾁｯｸを用いた日用品等の購入

ﾊﾞｲｵ燃料ｽﾄｰﾌﾞの購入

ﾊﾞｲｵ燃料の購入

ﾉﾝﾌﾛﾝ冷媒を使用した商品の購入

虫を殺さない防虫商品の購入

生ごみ由来堆肥の購入

生ごみ処理機の購入

規制化学物質の使用量が少ない住宅の購入

規制化学物質を使用しない家具の購入

規制化学物質を使用しない洗剤の購入

手回し式の電子機器類の購入

サ
ー
ビ
ス
利
用

ｴｺ住宅の賃貸借

温室効果ｶﾞｽ削減に資する住宅･庭園設備の設計･設置･ﾒﾝﾃﾅﾝｽ

屋上･壁面緑化

省ｴﾈ診断ｻｰﾋﾞｽの利用

ｴｺﾘﾌｫｰﾑの実施

庭への植樹

ｴｱｺﾝｸﾘｰﾆﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽの利用

ﾌﾛﾝ冷媒漏洩検査の利用

規制化学物質を使用しないﾘﾌｫｰﾑｻｰﾋﾞｽの利用

そ
の
他
の
行
動

電気､ｶﾞｽ､水の使用量の削減

環境家計簿の記録･報告
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2015年4月1日 電気使用量の削減

（福岡市）

100P

（10.000kg）

2015年4月15日 アパ・エコアクション

（アパホテル株式会社）

200P

(1.050kg)

2015年 ワイシャツ・スラックスの持ち込み

（はるやま商事株式会社）

100P

（0.052kg）

ポイント数

（ＣＯ２削減量）

100P

（10.000kg）

200P

(1.050kg)

100P

（0.052kg）

マイページにて

ポイント履歴だけではなく、

ＣＯ２削減量の履歴を

確認していただけます。

ＣＯ２削減量を確認できる

ところが、一般的な商業

ポイントとの違いです。

エコ・アクション・ポイントの最大の特徴は

「 ＣＯ２削減量を見える化 」 できること

各原資提供事業者さまごとに、年間の ＣＯ２削減量 を集計して、お伝えすることも可能です。
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エコ・アクション・ポイント拡大の方向

汎用性汎用性汎用性汎用性

地域地域地域地域

全国全国全国全国

特殊性特殊性特殊性特殊性

（メッセージ性）（メッセージ性）（メッセージ性）（メッセージ性）

商店街ポイント

資本力の勝負。勝者なき消耗戦へ。

勢力を拡大

（実は儲からない）

発展のためには、

下方向に拡大

Something New



Thank You Point Thank You Point Thank You Point Thank You Point 

エリア 地域限定 （公園〜市町村）

ポイント

付与対象

エコ・アクション・ポイントの基準

＋α

提供者

31
Something New =  Thank You Point

■ Thank You Point は、エコ・アクション・ポイントの地域限定版

■ もともと、ニッチなエコ・アクション・ポイント → 地域限定にすると、さらにニッチに

→ ターゲット（原資提供事業者）が存在しなくなる → 何らかの拡張が必要
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システム概要

Thank You Point

＠新宿御苑

エコ・アクション・ポイント 既存システム

既
存

新
規
開
発

各種

DB

各種

DB

エコ・アクション・ポイント

for スマホ

既存ＥＡＰシステムと同様に

CO2削減量の管理は必須

Thank You Point

＠日比谷公園

各種

DB ス
マ
ホ
等

Thank You Point

＠どこか

・CO2削減量の管理は不要

・各サイトでクローズする

・各サイト内の会員同志で、ポイントのプレゼントができる

・Thank You Point からEAPへの変換 （事業者間精算の整理が必要）

・EAPからThank You Point への変換 （同上）

ス
マ
ホ
等

サイト① サイト②

サイトＮ

各種

DB

全国

エコ・アクション・ポイント

Ｇ7開催の伊勢志摩

地域、富山市内など

イベント範囲を含む
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■全体で英語版を作り、QR Translatorを装備する

■スマホ分だけでも、カロリー量管理を入れる （タニタなどと組んでEAP付与対象としてアプリ製作）

■カン、堆肥資源生ゴミなど資源ゴミへのＴＹポイント＝EAP付与などJYiTが管理運営

■各サイトはTＹポイント無料Wifiサイトとしてポータルサイトを持ち、

公園、商店街、地域、イベント情報の広報とTYポイント会員の財布管理やイベント参加登録など

電波内のコミュニティー／アクティビティーを一括管理する

■各電波内のWifi機器設置者＝TYP/EAP原資提供者＝Wifi機器からビーコン等で広報する

とEAP＝TYP会員登録を求めるメール等を電波内の万人に自動送信し、その勧誘文の下に、

と各電波内のWifi機器設置者＝TYP/EAP原資提供者の商品サービスの広告をする。

■各サイト内でＴＹポイント会員＝EAP会員（住民、観光客、外国人、ポイント有償ボランティア、公園管理組合、各商店、

各自治体、JYiTなどイベント/コミュニティー実行委員会など）が電子ポイント財布を持ち、会員間でＴＹポイントのやりとりができる

■ TYP➡EAPは通常通りできることとし、各地TYPを1年間保有した時、1ヶ月以内にTYPを利用した会員へのボーナスポイント、

EAP➡TYPに戻ってきた場合のウェルカム バック ポイントをTYP原資提供者管理団体から付与する

まだまだ構想段階ですが・・・。

エコなコミュニティー内ではエコ アクションをしてください。EAPの会員になり、コミュニティー内でTYPで、

お買い物したり、マラソン大会やコンサートに参加したり、友達とポイント交換したり、エコ アクションをして、

ポイントを増やして帰り、またお越しいただくことを強くおすすめします。

当店のエコなパンをお買い上げの際には/パンについてのアンケートにお答えの際には、TYPを差し上げます。

エコアクションにご協力いただいたお客様へのThank You、地球や太陽の恵みやこれを日々支えるコミュニティーへ

のThank You、Trust コミュニティーのYouthなアクションを表す、尊いものです。

体と大地、公園地域社会の健康に貢献いただき、ありがとうございます。
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三休橋筋（さんきゅうばしすじ）

三休橋交差点には、道路名の由来となった三休橋が長堀川に架けら

れていたが、1964年（昭和39年）に長堀川の埋立に伴い撤去された。

三休橋の名称の由来は、長堀川に架かる橋の中で往来の多い

心斎橋・中橋・長堀橋の三橋を休めるための橋と言われている。

(Wikipediaより)

エコ・アクション・ポイント事務局の所在地



【担当】 古川 知之 （ ふるかわ ともゆき ）

f u r u k a w af u r u k a w af u r u k a w af u r u k a w a ---- t @ k c s ft @ k c s ft @ k c s ft @ k c s f .... c oc oc oc o .... j pj pj pj p

０ ６０ ６０ ６０ ６ ---- ６ １ ２ １６ １ ２ １６ １ ２ １６ １ ２ １ ---- ７ ６ ８ ８７ ６ ８ ８７ ６ ８ ８７ ６ ８ ８

マーケティングマーケティングマーケティングマーケティング事業部事業部事業部事業部

さんきゅさんきゅさんきゅさんきゅー！ー！ー！ー！

お問合せ窓口
35

☆環境省が推進するエコ・アクション・ポイント

【 公式サイト 】http://kcsf-eco-ap.jp/

【 Facebook  】https://www.facebook.com/beap.kun

【環境省サイト】https://www.env.go.jp/policy/eco-point/top.html

☆株式会社 かんでんＣＳフォーラム（関西電力100%子会社）

http://www.kcsf.co.jp/


